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黒部市総合振興計画審議会 第３回 第５部会（教育文化） 会議録

日 時 ： 平成２４年４月２５日（水）１３：３０～１５：１０

場 所 ： 市役所黒部庁舎３０１会議室

出席者 ： 委員７名（欠席１名）、専門委員０名（欠席１名）

幹事３名、計画主任９名（欠席１名）、事務局４名

【事務局】

ただいまから黒部市総合振興計画審議会第３回第５部会を開催いたします。

初めに、このたびの移動等によりまして吉松勇委員、小森幸哉委員が退任され、田中幹

夫委員、水野恵子委員にお代わりになっておられます。新しく委員になられた方々には、

どうぞ黒部市の総合振興計画の策定に向けてご指導とご協力を賜りますようお願い申し上

げます。

それでは、大変恐縮でございますが、まず、田中委員からごあいさつをちょうだいした

いと思います。

【田中委員】

田家公民館長をしております田中です。吉松委員のかわりに入りましたので、ひとつよ

ろしくお願いします。

【事務局】

ありがとうございました。

それでは、次に、水野委員からごあいさつをちょうだいいたします。

【水野委員】

三日市小学校の校長の水野です。黒部市の校長会のお世話、それから、国際化推進のほ

うのお世話をさせていただいております。またよろしくお願いいたします。

【事務局】
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ありがとうございました。

ただいま、吉松委員の退任に伴い、当部会の副部会長が欠員となっております。審議会

条例の規定によりまして、あらかじめ部会長が副部会長を指名することとなっております

ので、部会長にご指名をお願いしたいというふうに思います。

【部会長】

それでは、今、事務局から報告がありましたように、審議会条例によりまして私が副部

会長を指名したいと思います。漆間委員、副部会長をよろしいでしょうか。お願いできま

すでしょうか。

【漆間委員】

はい。

【部会長】

承諾いただいたということで、漆間委員に副部会長をお願いしたいというふうに思って

おります。

【事務局】

ありがとうございます。

なお、本日は、Ｅ委員、また、Ｉ専門委員が欠席される旨の報告を受けておりますので、

会議に先立ちましてご報告を申し上げます。

それでは、部会長にごあいさつをいただきたいと思います。

【部会長】

では、改めまして、審議委員の皆様には、何かとお忙しい中、お集まりいただきまして

心からお礼を申し上げます。

また、今回新たに委員にご就任されました田中幹夫様、水野恵子様につきましては、私

どもと一緒にこれから総合振興計画の策定に向けてご尽力賜りますようお願いを申し上げ

ます。

さて、２４年度もスタートしまして２週間以上たつんですけれども、前回の部会開催後、
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現状と課題、施策の内容、そして、市民・ＮＰＯ・事業者等へのメッセージ等につきまし

て、委員の皆さんからいただいたご意見などをもとに市の庁内会議において検討、整理さ

れ、再度素案の提出がされておりますので、ご確認いただきたいと思います。お手元に資

料が届いておると思います。

また、今回の後期計画の事業費の裏づけとなります今後５年間の財政見通しや素案の事

業メニューを構成いたします個別事業の一覧、そして、他分野の素案も提示されておりま

すので、これらについては皆様方のご意見をちょうだいいたしたいというふうに思ってお

ります。

本日のご意見を踏まえて来月にもう一度部会を開かせていただきます。第５部会として

は内容を確認していきたいというふうに思っております。そして、６月には節目となる中

間報告を予定されておりますので、本日の部会で議論を深めていただき、当部会に与えら

れた役割をしっかり果たしたいというふうに思っております。委員の皆様には忌憚のない

ご意見を賜りますよう重ねてお願いを申し上げ、部会に当たってのあいさつにかえたいと

いうふうに思います。よろしくお願いいたします。

【事務局】

ありがとうございました。

それでは、議事に入りたいと思いますが、審議会条例の定めによりまして、部会長が会

議の運営に当たるということになっておりますので、これからの進行を部会長にお願いし

たいというふうに思います。

【部会長】

今説明がありましたとおり、部会長が議事をするということでご了解いただければとい

うふうに思っています。

早速、次第に基づきながら議事を進めていきたいと思いますので、よろしくお願いしま

す。

まず、報告事項の１、前部会以降の経過について、事務局から説明をお願いします。

【 説 明 】
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【部会長】

ありがとうございました。

ただいまの報告事項の前部会以降の経過につきまして何かご質問はありませんか。大丈

夫でしょうか。

ないようでしたら、報告事項につきまして以上とさせていただきます。

次に、協議事項に入りたいと思います。

初めに、１、現状の課題から市民・ＮＰＯ・事業者等へのメッセージの素案確認につい

て、事務局から説明をお願いいたします。

【 説 明 】

【部会長】

ありがとうございました。

今の説明のとおり、現状と課題、素案の確認について説明がありましたが、施策順に記

載内容についてご意見をいただきたいというふうに思います。

それでは、５―１のほうの家庭教育の充実というところから１つずつご意見をいただき

たいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。委員の方々、何かご意見は

ありますでしょうか。委員の皆さん、どうでしょうか。Ｂ委員、どうでしょうか。何かあ

りますか。Ｂ委員、どうですか。何かありますか。

【Ｂ委員】

ちょっと家庭教育支援事業の欄なんですけれども、食育の支援の欄で役割分担のところ

に公民館と記載してあるわけなんですが、この公民館という用途は何ですかね。公民館で

食育関係のことを……。

【事務局】

公民館の自主事業、例えば教室とかそういう取り組みをやっていて、食育の教室をやっ

たり、地産地消ということで、地域でとれる野菜等を親子で教室とかで活用の仕方を勉強

してもらうというところも公民館事業の１つとしてとらえていきたいと。各地区でやって

おられる地域もありますので……。
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【Ｂ委員】

こちらの公民館の場合はやっているんですけれども、新たに明記された理由が何だった

のかなと思って。

【事務局】

市とともに公民館事業として取り組んでいきたいということですので、明記させていた

だきました。

【Ｂ委員】

わかりました。

【Ｃ委員】

家庭教育講座の参加延べ人数の指標が平成２９年に２,０００というふうに修正されて

いますよね、１,７００が２,０００というふうにね。ここについて具体的に何か方策とい

うものがあってこういうふうに書かれているんでしょうか。家庭教育講座ですね。

【事務局】

いろんな講座、教室等をやってきておる中ですが、そういう中で教室とかそういう事業

を増やしてきておるということで、その数値を見直しさせていただいて２,０００人という

ことで目標設定をさせていただいたところです。

【Ｃ委員】

私、こういうふうに、例えばＮＰＯ・事業者への呼びかけのところに県民家庭の日って

ありますよね。毎月第３日曜日というので、これは大分昔から決まっていて、家庭の日と

いうのはあるんですけれども、実際こういうふうに変えたときに、推進しようはわかるん

ですが、具体的にこれはどういうふうに考えていくのかと。指標なんかはこういうふうに

呼びかけていくベースになるものだと思うんですけれども、このあたりは黄色く、こうい

うふうにきちんと……。
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【事務局】

事業者の皆様へということで今回追加をさせていただいたところなんですけれども、こ

の第３日曜には業務を組まないということを言ってきておるんですけれども、なかなかス

ポーツ少年団とか、スポーツ行事とか、ほかの講座とかがありまして、なかなかこの推進

が図られていないところでありますけれども、企業におかれても皆さんが家庭で親子でこ

ういう日を設けて話し合いとか交流の機会を持っていっていただきたいということで、一

応メッセージという形で出させていただいたということですけど。

【Ｃ委員】

ほんとうにそうだと思うんです。すごくこの家庭の日と言われているんですけど、この

第３日曜日をあけるだけでも今は世の中が大変になっているので、こういうふうにきちん

と事業者の皆様へと書いた、それをほんとうにＰＲしていくべきところかなと実際思いま

すので、またＰＲの仕方を考えていかなければと思います。

【部会長】

あと、１つ、私のほうから、課題の整理という中で子育ての相談体制の充実とか、家庭

教育の支援という話になっているんですけれども、ＰＴＡのほうとしましても県Ｐ連、あ

るいは日Ｐ連の中で親学び、親が勉強して、子育てを勉強しなきゃいけないと、前もちょ

っと言ったかもしれませんけど、そういうのが今強くなってきています。普通にと言った

ら変なんですけれども、なかなか育てられない親がいる。普通に対応できない親がいると

いう中で、多分この部分の中に含まれていることだと思うんですけれども、もうちょっと

家庭教育の支援という部分でそういう何かプラスの文言が少しあればなというふうに思っ

たんですけれども、どうでしょうか。この家庭教育の支援というのは子供に対するだけの

支援じゃないですよね。

【Ｃ委員】

親学びも入っている？

【部会長】

入っていますよね、多分と思うんですけど、また検討していただければというふうに思
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います。

ほかに家庭教育の充実について何かご質問はありますか。なければ、次へ行ってよろし

いでしょうか。

裏にもありますね。裏のほうの家庭教育の充実ということについて、もう一度、何かあ

りませんでしょうか。

【Ｃ委員】

今、部会長が言われたように、親学びという言葉なんかを入れればいいと思うんですね。

【事務局】

裏のほうは前回から引き続いてきている部分で、学校・家庭・地域との連携強化という

中の最後の部分でありますので。

【部会長】

よろしいでしょうか。そのまま、よろしいでしょうか。

学校教育の充実ということについて５―２のほうで話をしていきたいと思いますので、

すみません、よろしくお願いいたします。何かご意見はありますか。委員の皆様、何かご

意見はありませんか。何もなければ、よろしいでしょうか。よろしければ次へ行かせても

らってよろしいでしょうか。

５―３の青少年の健全教育についてということでご意見をいただきたいというふうに思

いますが、委員の皆さん、どうでしょう。Ｄ委員、何かありますか。

【Ｄ委員】

ここは特段、これでよろしいかなと思います。

【Ｈ委員】

協働体制の中に警察というのは入らないんでしょうか。

【部会長】

どこですか。
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【Ｈ委員】

役割分担のところで、昔は警察の協力も得ていたと思うんですけれども、警察という文

字がないものですから、前向きにとらえて何か外したのかなと。犯罪防止のために警察を

外したのか、何かそういった理由があって。

【部会長】

どうでしょうか。

【事務局】

特段意識をして外したわけではないんですが、当然警察のほうにも協力をお願いしてき

ておるところでありますけれども、前期のときと同様な形で役割分担を載せさせていただ

いておるんですけれども、当然、市民会議等、青少年育成市民会議等の中でパトロールを

しておりまして、関係団体にも、警察の方々にも協力をお願いしてきておるところでござ

います。

それで、役割分担、協働体制の中で警察という文言を載せなければという気はあまりし

ていないんですが、一応協力は依頼して一緒に活動してきております。今後も引き続きそ

のようにしていく予定としていますけれども。

【Ｃ委員】

赤字のところで青少年のボランティア、社会参加の推進で、赤字で特に、今後は、児童・

青少年の学校外の活動がスポーツ活動中心になっている中、ボランティア活動にも参加で

きる仕組みづくりが求められていますというふうに現況と課題に書いてありますよね。そ

れを具体的に施策でどういうふうに、となっていくと、青少年の社会参加の推進という課

題の整理があって、活動団体へ支援していくと、青少年育成の団体とかになるんですけど、

実際、具体的にどういうふうに、参加できる仕組みというのはどういうふうに、これはつ

くっていくことになるのか、呼びかけはどこがどういうふうにするのか、協力団体など…

…。

【部会長】
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これは個別の事業の中でも出てきますか。ここでなく、個別のほうが話しやすいですか。

個別事業、重点事業等のほうが話しやすいんですか。ここでは大枠過ぎるという話でもな

いんですか。

【Ｃ委員】

後に出てくるんですか。

【部会長】

基本計画なので、文言的には、細かい、抜けているとか、隠れている部分が大きいので、

この後、個別事業、重点事業等という説明のところにも入ってくるんじゃないかと思うん

ですけれども、そこでよろしいですか。

【事務局】

この中では放課後子ども教室ということで、今現在、７校区、７地区のほうで実施をさ

せていただいておるんですが、地域の方と子供さんと一緒になって地域を見直したり、体

験活動をやったりできることで、社会参加とか、そういうボランティアにも目を向けてい

ただくということで、取り組みを今後もしていく予定としておるところでありますけれど

も、なかなかその取り組みが求められていますということで、今後、その仕組み等も検討

していきたいというふうに。

【Ｃ委員】

わかりました。

【部会長】

ほかにありませんでしょうか。委員の皆さん、よろしいでしょうか。なければ、次へよ

ろしいですか。

４番の生涯学習の推進という項目についてご意見をいただければというふうに思います

ので、よろしくお願いいたします。

【Ｈ委員】
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課題の整理というところで、生涯学習施設・拠点の整備・充実、前回出なかったもので

すから、その拠点と出てきたんですが、拠点というのは、具体的な施設というか、場所と

いうか、そういうのは固めておられるんですか。

【事務局】

生涯学習施設等の拠点ということでありますけれども、各地区公民館等が一応拠点とい

う形になるかと思いますけれども、老朽化が進んでいる公民館等も今後整備・充実を図っ

ていきたいということで、このような文言にしておるところでありますけど。

【Ｈ委員】

あくまでも施設の拠点ですね。というのは、人材というか、職員の問題で、今年４月に

中央公民館の職員１名、正職が減になったでしょう。だから、一応、中央公民館が市の公

民館事業の中心になるべきものが中心的な大事な部分を削られたということで、この拠点

とは、先ほど言いましたように、施設の面でいうのか、あるいは職員というか、行事を行

う面での拠点というのか、それがちょっとわからなかったものだから、施設ばかりじゃな

くして、そういった事業を行う面での拠点というようなことも何か考えられないですか。

【事務局】

ここに書いてあるものについては、施設そのものの整備・充実ということでしておりま

す。そのほかに、次のところで生涯学習講座等の実施とか人材育成ということで、そうい

う実施事業とか、講座等をするときのリーダーの育成にも努めていきたいということで考

えておるところであります。

【部会長】

Ｈ委員、よろしいですか。

Ｆ委員、何かありますか。よろしいですか。

【Ｆ委員】

よろしいです。
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【部会長】

Ｇ委員もよろしいですか。

【Ｇ委員】

特にありません。

【部会長】

では、今の生涯学習については終わりたいと思います。

次に、文化・スポーツの振興という項目でご意見をいただければというふうに思います

が、よろしいでしょうか。委員の皆様、何かございますでしょうか。

私のほうから１つだけ、スポーツ・レクリエーション活動の支援というところの一番下

のほうにスポーツ少年団などの指導者育成に努める必要があるとあるんですけれども、こ

れ、スポーツ少年団を見ていてよくわかるんですけれども、子供たち、けがが多いです。

指導者というスポーツを教えるという指導者のみじゃなくて、やはりそこにトレーナー的

要素、要するにスポーツトレーナー、けがをコントロールできるような人たちの育成もあ

わせて必要なんじゃないかなというふうに思うんですけれども、やっぱり子供のときにけ

がをしてしまったら大人になってなかなかスポーツができなくなっていく。中学校、高校

と、いい人材が残らなくなっていくことが多いんじゃないかなというふうに思うので、や

っぱり小さいときからそういう体のケアもしてやれる人材を養成しないとだめなんじゃな

いかなというふうに思うんですけれども。

【事務局】

トレーナーといいますか、予防といいますか、そういう部分でスポーツトレーナー等も

今後必要であるというふうに考えておるところであります。今現在、トップアスリートと

いうことで１人、体育協会の中で雇用しておる者もおりますけれども、この方が今まで中

学校等での駅伝の指導とか、メントレとかでやっていた部分があります。その方を今度Ｙ

ＫＫの陸上部等にも経験を積んだりそういうトレーナー的な予防的なものにも取り組んだ

り、そして、県駅伝等の駅伝の部分とか、それと、あと、時間的な問題もあるんですが、

中学校のほうの指導等にも回られる体制も今後つくっていきたいと思っておるところであ

りますけど。
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【事務局】

私からもお話いたします。自分自身がスポーツ少年団に、ちょっと私ごとも含めてです

けれども、二十数年携わっておるということでありますけれども、今、部会長さんがおっ

しゃいましたように、いろんな競技の中で指導者の中には勝ち負けにこだわっておるよう

な、いわゆるプレー重視の方々もおいでになります。それはどの競技にも多分相通じると

ころはあると思うんですけれども、近年、例えば私の場合はミニバス、バスケットであり

ますけれども、コーチにも資格がございまして、今ＡからＥまで、Ｅも３ぐらいまであり

まして、サッカーなどはもともとそういうやり方でやってきているんでしょうけれども、

ほかのスポーツも含めてそういう資格がございまして、そういう資格の取得には今言った

スポーツ的なトレーナー的な講習が必ず入ってまいりますので、過去のようなそういうゲ

ームとかプレー面だけをとらえたような指導については、どこのスポーツ少年団において

もそういうような時代ではなくなっているというのが現実でございますので、その辺はか

なり、今行政としてどういうサポートをすればいいかと、そういう議論の中でありますけ

ど、現実的に各スポーツ少年団はそういう指導者を迎えられて、その辺はかなり向上して

おるというような、そういう認識でいるところでございます。

【部会長】

私もその辺は理解しているんですけれども、やはりどうしても子供たちのけがというの

は後から大きく成長に響くものですから、やっぱりそういうところをきちんと充実させて

ほしいなという意味でお願いしたので……。

【事務局】

４月当初にスポーツ少年団の、黒部市においては連合の結成式というのはございません

けれども、おのおのの申請の段階においてそういう部分も含めて、ぜひそういう視点から

も指導者の方にお願いするということは改めていたしたいと思いますので。

【部会長】

よろしくお願いいたします。

ほかに委員の皆さん、何かご意見はありませんでしょうか。よろしいでしょうか。
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それでは、５―６のほうへ行きたいと思います。国際化への対応ということでご意見を

いただければというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。何かご意見はあり

ますでしょうか。

では、１つだけ私から話があるんですけれども、「市民・ＮＰＯ・事業者等へのメッセ

ージ」というところの、地域に住む外国人と積極的に触れましょうになっているんですけ

れども、私もあまりそういう面に関しては交流があるかといったらあるほうではないんで

すけれども、何か、触れましょうでいいのかなというふうに思ったんですけれども、もう

ちょっと積極的な言葉であってもいいのかなというふうに思ったのと、何かそういう触れ

合いの場、地域にいる皆さんと外国人の方ともっともっと地域レベル、隣近所レベルの何

かそんなあれがあってもいいのかなというふうに思ったんです。大きなイベントでしか会

わないというんじゃなくて、もうちょっとそういうところに何か言葉があってもよかった

のかなというふうに思ったんですけれども。

【事務局】

おっしゃるとおりだと思います。黒部市には、先日の新聞報道で県内の市町村におきま

しては国際交流員、いわゆるＣＩＲの配置を既にやめると言っているところも少しずつ増

えてきているようでございます。黒部市におきましては、こういった国際化への対応とい

うことも１つの視点でございますので、引き続き国際交流員については今以上の、むしろ

今以上の役割を果たしていっていただきたいなと思います。その中で、今おっしゃるよう

に、ただ、それは国際交流員だけではいけませんので、そういった仕掛けはこういうふう

にしてもらうとしても、それを対応する側のほうの取り組み方もやっぱり必要ではないか

なというふうに思っております。今おっしゃるところについては少し検討させていただき

たいというふうに思います。

【部会長】

ほかにご意見はありますでしょうか。

【Ｂ委員】

市民の声で黒部で国際大会もできるスポーツを推進してほしいと市民の声があるという

ことなんですけれども、教育委員会のほうでこういう市民の声を受け取って何か考えてお
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られますか。

【事務局】

国際大会といいますと、なかなか会場とか、そういう関係でなかなか難しいところがあ

るんですが、カーター記念の名水マラソン大会等の中で友好都市のサムチョクからの選手

との交流事業とか、そういうことで今取り組んできておるところでありますけど、国際大

会の開催とか誘致というものは、ちょっと会場等のこともありましてなかなか難しいとこ

ろがあるかと思いますけれども、今後検討していきたいと思います。

【Ｇ委員】

意見じゃないんですが、施策の内容のところで黄色のマークのオランダのスドウェス

ト・フリースラン市のことを何か問題がありそうなことをここに書いてありますが、何か、

どういう状況でしょうか。

【事務局】

合併して現在の状況となっています。

【Ｂ委員】

合併して、合併後の市で態度がまだ決まっていないということですか。

【事務局】

この記載につきましては、前回のご指摘もいただいた上で、ちょっと念のためという部

分を含めて記載をさせていただきましたが、いざ計画書に記載する際には必要がなければ

必要ないかもしれません。あくまでフリースラン市と名前が合併して変わったにしても、

姉妹都市としての関係は継続していくんだよということを念のためここに記したまでであ

って、計画書に記載するときにはこれは削除も検討させていただきたいと思います。

【Ｇ委員】

わかりました。
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【Ｃ委員】

地域に住む外国人と書いてあるんですけど、黒部市というのは何人ぐらいの外国人の人

がいらっしゃるんですか。

【事務局】

今、外国人登録をしてあるのは３００人に足らずだと思います。少し減少ぎみでありま

す。３００人を下回っているんじゃないかと思っております。

【部会長】

よろしいでしょうか、委員の皆様。

よろしければ、今の現状の課題、市民・ＮＰＯ・事業者等についての改めて修正をお願

いしたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。

次に、個別事業、重点事業等についての説明を事務局からお願いします。

【 説 明 】

【部会長】

ありがとうございました。

今、事務局から個別事業、重点事業について説明がありましたが、これにつきましても

記載内容に対してご意見をいただきたいというふうに思います。一遍には難しいと思いま

すので、また分けながら少しずつ進んでいきたいというふうに思いますので、最初のペー

ジ、５―１の家庭教育の充実ということについてご意見をいただければというふうに思っ

ています。

委員の皆さん、先ほどありました現状とか、課題とか、課題の整理とかという部分とも

少し絡んでくることもあると思いますけれども、その中の大きな事業メニューという部分

の中の個別事業というのは実際に形となって少し見えてくる部分もありますので、またご

意見をいただきたいというふうに思います。何かご意見はありますでしょうか。５―１の

ほうについてはよろしいでしょうか。

【Ｆ委員】
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ちょっと考えたんですけど、この学校教育環境整備事業の中で心と体をはぐくむ教育の

充実とありますね。道徳教育というものが出ていますけれども、この辺がちょっと学校の

ほうでは私らが学校で学んだときとちょっと今は違うのではと思うんですよね。その辺は

何か現段階で学校のほうでは道徳教育は時間をとっておられるんですか。どうなんでしょ

うかね。

【Ｃ委員】

とっています。週に１時間、道徳はあります。

【Ｆ委員】

昨日あたり、京都のあそこで事故がありましたね。１８歳の少年といいながら、結局、

小さいときからの道徳教育がなっていないからああいう現状が出てくるんじゃないかなと。

近ごろ、何か、１４歳とか、１５歳とか、１８歳までの間ね。１４歳の少年がバスで事件

を起こすとか、そういう事件もありますし、この辺のところが要するに、学校の先生がお

られる中で私はこのようなことを申して、年輩の者がこんなことを言ってしようがないと

思っているんですけど、何か、ちょっと、要するにその辺が教育関係、道徳教育が少し緩

くなっているかなというような気がするんですけど、その辺は教育委員会のほうはどうな

んですか。何か、もっと要するにやられるとか、何か方針があるんですか。１週間に１遍

あるんですか、今。

【Ｃ委員】

現場では１週間に１回あります。それから、これはそちらのお答えのところかもしれま

せんけど、富山県では命の教育ということをすごく充実しなくてはというので、『指導の

重点』という県でつくっている冊子があるんですね。その中にも命の教育というのが言わ

れていて、道徳教育とももちろんリンクしていますし、それから、ほんとうに実際に学校

で命の授業ということもやっています。命の尊さなんかは小さいときから、小学校でも中

学校でもやっています。どうぞ教育委員会さんからも。

【Ｆ委員】

これはなかなか難しい問題だと思うんですけどね。だけど、近ごろの世の中の起きる事
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件を見ていますと、非常にそんなことを私は、何か、子供さんの教育というのは、先ほど

ありましたけど、家庭だけではなくて、地域みんなでやっていかなきゃならないという気

がするんですよね。私も前回の会合のときにちょっとお話ししましたかもしれませんけど、

子供たちに声をかけると変なおじさんだとか、声をかけられるからだめなんだとかいって、

だけど、私がそこのうちの、すぐそこの前の畑におってもなかなかそういう理解が得られ

ないと、なかなか難しい問題だと思うんですけど、なるべくやっぱり、だけど、地域がや

っぱり、大人がやっぱり子供に声をかけてやるということが必要ではないかなと私は思う

んですね。それと、また、子供たちにも、昨日、テレビでやっていました。変なおじさん

にはついていかないというようなことを言っていましたが、あれも１つには必要なのかも

しれない。かもしれないけど、その辺のところでもっと、学校の先生方も大変でしょうけ

ど、その辺は何かやっぱり少し、変なおじさんについていくのではなくて、道徳教育とい

うのかな、違った教えが必要じゃないのかなと私は思ったんですけどね。

【部会長】

そうですね。私、この前、１４歳の子供がバスの運転手に対してナイフを突きつけたと

いう件がありますけれども、それは学校教育、学校の道徳教育だけじゃなくて、やっぱり

家庭教育がすごく大きなウエートを占めると思うんですよ。学校でいい子なのに家庭へ帰

るとがらっと変わってしまうという子もいるんですね。そういう中で、やっぱり学校と家

庭の親の連携がすごく大事じゃないかなというふうなことは、これはＰＴＡの中でもすご

く言われているもので、先ほどもありました親学びというのは、そういう意味で子供をど

うやって育てたらいいかということを親が学ばなきゃいけない時代になっているというの

が大きな現実かなというふうに思っているので先ほどもちょっと言わせていただいたこと

なんですけれども、すごく大切なことだと思うんです。

【Ｃ委員】

今、家庭と地域と連携、学校との連携、いつもどの学校でもそれは言っていますよね。

それから、一時期、すごく不審者が横行したときには声かけ事案があるから気をつけろと

言いましたけど、今はほんとうに安全パトロール隊とか、そういう地域の人に見守られて

いる部分がとても多いです。だから、さわやかにあいさつをしましょうとか、そういうこ

とは各学校どこでも呼びかけていると思います。ここにＨ委員が来ておられますけど、宇
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奈月小学校でも安全パトロール隊がしっかりしていますので、地域で子供たちは見守られ

ていますし、三日市でもオアシス運動を今推進し始めて、地域の力ということでどんどん、

おはようというあいさつとか、そういうものを声をかけ合いましょうという動きをつくっ

ていっています。だから、知らない人に声をかけられたら、それはびっくりするからそう

いう子もいるかもしれませんが、学校ではどんどん地域の人にあいさつしましょうと。逆

に地域の人はどんどんあいさつを交わしてくださいということは勧めています。

【Ｂ委員】

今の話に関連しているんですけれども、田家の公民館を利用される老人の方で、中学生

から高校生ぐらいの子供たちがたむろしていて、コンビニの近くだとかというところで、

怖いと。今声かけをしましょうといって小学校とか中学校とかでやっておるんですけれど

も、やっぱり中学生ぐらいの子供たちが三、四人固まっているともうそこを避けて通って

くると。声かけどころじゃなくして、そういうような状況、ましてや今テレビでよく報道

されるでしょう、１４歳の子供がどうのこうのとかって。ということになると、だんだん

だんだん子供たちと地域の方と離れていってしまっておるような感じなんですよね。あそ

こにまたいたよとか。

【Ｃ委員】

逆に地域力が必要なのかなと思いますね。

【Ｂ委員】

私が思うのは、地域の方が声かけすればいいのかなと。小学校の子供たちは私らに声を

かけてくれます、中学生も。ただ、私服になったときの子供たち、豹変するわけではない

けれども、やっぱり怖い部分があるんじゃないかなと思うんですけど、学生服を着ておる

ときはかわいい子供たちなんです。

【Ｃ委員】

意外と声をかけたら素直かもしれませんね。その辺がちょっと子供によってわからない

んですけど。
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【Ｂ委員】

ただ、やっぱり老人の方でも、私らも怖いときがありますけれども、老人の方は公民館

へ来るのにたむろしていたらわき道を通って入ってくるとかって言われる方もおられます

ので、学校だけじゃなくて地域の問題かなとは思うんですけど。

【Ｃ委員】

中学生でしたらすぐ学校へ連絡されればいいんじゃないでしょうか。中学校や、子供た

ちだったらね。

【Ｂ委員】

まあ、わかります。

【Ｃ委員】

それから、先ほど部会長が言われた子育て、親学びですよね。親学びもすごく、それこ

そ県でも力を入れていることで、生涯学習のほうでしたか、一生懸命今言っていらっしゃ

るところなんですけど、この家庭教育相談体制の充実ってよくありますよね。相談体制が

充実して、来る方はあまり問題ないんです。結局、相談体制が充実していますからどうぞ

いらっしゃい、いらっしゃいといって、ああ、心配だから行きますよという人は心配ない

ので、ある意味、親学びは、例えば幼稚園ぐらいのときには全員がそういう親学びを経験

するような体制が私は必要なのかなと思うんですね。これはこども支援課さんなども関係

すると思うんですけど、そういうことができれば、小学校にはＰＴＡ、各種大会があるの

で、すごくそういうふうな招致を一生懸命やっておられるんですけど、ＰＴＡさんが頑張

っておられるんですが、そういう親学びの機会を幼稚園や、ほんとうに小さいときから入

れていくことが大事なんじゃないかなと私なら思います。この家庭教育のいろんな意味の

推進というのでは必要かなと思いますね。

【Ｆ委員】

もう一つですけど、今、黒部の市の段階で不登校とか、いじめというのはどれぐらいあ

るんですか。
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【部会長】

どれぐらいあるかということは、把握されているかということですか。

【Ｆ委員】

そう、そう、そう。把握されているか。

【事務局】

今、ないわけではありませんので、減少傾向になってます。

【Ｆ委員】

減少傾向になっている。不登校の方たちは何人ほどいらっしゃるの。

【事務局】

不登校の定義もありますので。

【Ｆ委員】

ああ、定義があるね。体の都合が悪いとか、精神的に云々とか、あとはいじめだとかが

あるんじゃないかと思うんですけど、私の知っている段階で、やっぱりいじめで、高校へ

行っていたんだけど、行かなくなったお子さん、女のお子さんだけど、私もそれを聞いて

非常に悲しいなと思いながら、やっぱり残念でね。私、親御さんと話しておったんだけど、

何とかして、要するに、せっかく、１年生までは行っていたんだけど、２年生の段階で行

かなくなったという格好だったので、これは学校は黒部市内の学校ではなくて、ちょっと

違った高校へ行っていたんですけど、それでもやっぱり、何か、そういういじめに遭った

ということでという話もしたので、黒部市内でどんなことかなと思って、あと、要するに、

ちょっと余談だけど、やっぱり、あれっという時間帯に子供さんがふらふらしていると。

あっ、これはちょっとああいう感じかなというような気がしないでもないので、それをち

ょっと聞いてみたんですけど。

あと、さっき話がありましたね。私がこんなことを言っていいかどうかわからないです

けど、私、書道教室をやっているんですよ。その中でやっぱり書道教室をやっていて、子

供さんたちと一緒にやっているんですけど、やっぱり私のところへ来たときとうちにおる
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ときはやっぱり違うらしいんですね。

部会長が言われたように、やっぱりうちでいい子であって外へ来ると違うとか、そうい

う不安は出て、やっぱり心の不安定といいましょうかね。子供自身が小学校５年、６年生

の子供でありながら、もう死にたいとか、何々を、要するに学校がどうなんですかね。い

じめられてきたらあの人を殺したいとか、そういう子供が要するに子供らしくない言葉を

発するんですね。

そうすると、私らが一生懸命に諭すんですけど、そういうものじゃないよと。ちゃんと

あれだよということで話をしておるんですけど、その辺のところは何か、そういう子はや

がて中学校、高校へ行くとどうなるのかなと思って、ちょっと私はもう不思議な気がして。

中にはやっぱり、私のところ、テーブルが置いてあるんですけど、テーブルの上を走るん

ですよ。こんなことをするのか、こういう子がいるのかと思って、それもやっぱり１つに

は家庭教育の問題かもしれませんね。

そうなってきますと、やがては、私どもはいいかもしれないけど、やがてこの子供さん

が大人になったときはどうなるのかなと思ってちょっと心配になるときがありまして、そ

のあれでちょっと聞いてみたんですよ。いじめとか不登校というのは大体今どれぐらい黒

部市内におられるんですかということを聞いたんですよ。

まあ、それはいいですけど。何か、あまりこんなところで言うべき問題じゃないかもし

れないですけど、黒部にもやっぱりそういう人はおる。お子さんがおられるのではないか

なと私はちょっと心配しているので、私はなるべく子供たちと会うと必ずあいさつすると。

あいさつ運動じゃないですけど、必ず声をかけてやると。元気かと、いろんな形で。そう

すると、子供たちが一生懸命に話しかけてくると。それに対してやっぱり答えてやると、

一生懸命にね。そうすると、子供たちも明るくなっていくというような気がしますので、

知っておる子にはなるべく声をかける。たまに、さっき話しましたように、よその知らな

いおじさんに声をかけられるというようなことで、変なおじさんだと思われると嫌ですか

ら、あまりそれをしないようにしていますけどね。

【部会長】

わかりました。また検討いただければというふうに思います。

【事務局】



-22-

今のお話なんですけど、学校の現場では子供たちの心の居場所を確保しようとして、で

きるだけ担任と子供の触れ合いの時間を確保するために努力しております。その中で１つ

としてスクールカウンセラーだとか、その配置をしていただいて、または子供が心配事だ

とか悩みを持っている子供たちが十分相談できる時間を確保していると同時に、学期に１

度ずつ、相談週間だとか、やっぱり子供もなかなか話ができない部分についても十分聞く

時間を確保しながら、そういういじめだとか、不登校だとかにならない前の段階での充実

というか、手立てに努力している次第であります。ただ、それがどういう形で成果が出る

かというのはなかなか難しいとは思うんですが、やっぱり子供たちを多くの目で見て、守

っていこうではないかということで取り組んでおります。

【Ｃ委員】

実際、どこでも家庭訪問がもうじきありますよね。だから、その前に今ちょうど面接を

するような時期ですね。だから、今言われたように、学期に１回は必ず面談の機会はあり

ます。

【Ｆ委員】

でも、親御さん自身が忙しい時代ですから、必ず出てもらえる、全員の親御さんが出て

こられますかね。要するに両親とも働いておられるからなかなか時間がとれないというよ

うな、そういうことはないですか。

【Ｃ委員】

今の面接は子供との面接なので、家庭訪問前の面接なので、それから、２学期には親御

さんとの個人面談もあります。それは順番に時間が決めてありますので、必ずいらっしゃ

います。

それから、相談体制はわりにあるので、親御さんで心配だという方は、先ほどの相談体

制じゃないですけど、学校への相談もいつでも受け入れますという形で動いていますので、

そういうふうに相談する方はあまり心配はされずに色々と話していくんです。

【Ｆ委員】

頑張ってください。
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【部会長】

あと、ちょっとだけ、学校教育の充実の中で、授業参観とか、いろんな場面の中で、昔

はやっぱりお母さんだけというのがすごく多かったんですけれども、今はもうお父さんも

積極的に授業参観を見に来られたりされていますので、そういう面ではすごく変わってき

ているんじゃないかなというふうに、教育に対する考え方が家庭内でも変わっているんじ

ゃないかなというふうに思っています。やっぱり我が子が心配でどうしているのかなとい

うのを見に行くことが増えているというのは事実かなというふうに思っていますので、す

ごくよくなっている面とまだまだ変わらない面とあるということでご理解いただければと

いうふうに思いますけど。

【Ｃ委員】

１日学校フリー参観みたいなのを取り入れていますので、そういうときにはおじいちゃ

ん、おばあちゃんも大勢来られています。

【部会長】

今の件についてはよろしいでしょうか。

じゃ、ほかのことについてご質問があれば。青少年健全育成とか、いろいろありますけ

れども、どうでしょうか。

【Ｂ委員】

青少年健全育成事業の中にある青年団、青年団というのは今黒部市にあるんですか、組

織的に。

【事務局】

以前は各地区単位ぐらいに地区青年団がありまして、市単位では連合青年団というのが

組織されておりましたけれども、今衰退が進みまして、今、黒部青年団協議会ということ

で組織されておるものがあります。主に宇奈月地域の方を中心とされた団体でありますけ

れども、そういう団体等への支援という形で取り組んでおります。
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【Ｂ委員】

現在、地区の青年団というのは全くないんですか。

【事務局】

各小学校単位ではないかなと思います。それにかわって、今、壮年会とか熟年会とかと

いうことで組織ができ上がってきているかと思います。

【部会長】

基本的に青年団の団体の中で今宇奈月地区という話がありましたけれども、保存会を行

っている団体の、獅子舞とかの保存会を行っているのが青年団という団体が中心になって

行っているという理解をいただければというふうに思います。青年団としての活動はなか

なか難しいんですよね、今の実情の中では。地区によってはほんとうにかわりに壮年会と

いう会の中ですごく大きな力を発揮しているところもたくさんありますので、青少年健全

育成の部分とちょっと離れますけれども、青年団としてはないわけではないと。

ほかに何か、皆さん、ご意見はありますでしょうか。生涯学習の推進という中で何かあ

りますでしょうか。

【Ｃ委員】

１つちょっと気になったのが図書館の建設なんですけど、具体的に図書館というのはど

のように今、話がどういうふうになっているのかなということを聞かせてもらえますか。

【事務局】

今の段階では今の大きな市の庁舎などのプロジェクトの後にという形なんですけれども、

所管としては後期の資料に載せていかなくてはもう間に合わない状況ですので、今年度か

ら、今年度、特にそうなんですけれども、図書館の構想の推進についてということを協議

検討していくという段階です。

【部会長】

ほかの分野でも何かご質問はありますか。文化・スポーツの振興について何かあります

でしょうか。
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【Ｆ委員】

国際文化センターの施設修繕改修、機器の更新というところで予算が上がっているんで

すけど、これはどの辺のところが修繕とか補修されるんですか、この予算で。

【事務局】

文化センターにつきましては、築後十数年、１６年、１７年とたっておる現状の中で、

特に設備関係についての補修等についての要望が現場のほうから結構出てきております。

なかなかそうはいっても特殊な機材などのため、非常に事業費としても多額なものになっ

てきております。年次的に推進はしてきておりますが、特に舞台関係などの設備の改修が

多くなってきておるところでございます。２４年度につきましては、外壁の補修などを予

定しているところであります。

【部会長】

ほかにご意見はありませんでしょうか。皆さん、よろしいでしょうか。

委員の皆さん、よろしければ、個別事業と重点事業についてはこれで終わりたいと思い

ますが、あと、事務局のほうでまたご意見をまとめていただければというふうに思います。

次に、結構大変な量がありますけれども、ほかの分科会についての指標について事務局

から説明をお願いしたいと思います。

【 説 明 】

【部会長】

ありがとうございました。

今、事務局から説明ありましたとおり、各ほかの部会の資料、大変たくさんありますの

で、なかなか目を通すのも難しかったかと思うんですけど、自宅で一読されていると思い

ますので、ご質問がありましたら発言していただければというふうに思います。

第１分科会から順番に、簡単にもし何かありましたら、よろしいでしょうか。第１分科

会のどことは言いませんので、あれば出していただければというふうに思いますが、よろ

しいでしょうか。
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自然の保全について１つ、環境に優しく、自然環境の保全が良好なまちということで、

生態系についてのお話がちょっと出ているんですけれども、私は仕事場が山沿いにあるも

のですから、いろいろと猿の被害、あと、クマに関することとかいろいろあって思うんで

すけれども、有害鳥獣対策というのはどれぐらいの割合なんですか。特に猿なんかはすご

く増えているように思うんですけれども、そういうことについて何か、どれぐらいの量で

というのはあるんでしょうか。難しいですよね。

【事務局】

実はお答えできるような資料がないんですが、ただ、今年度から市の体制といたしまし

て、有害鳥獣の対策班というものを個別に独立した組織として立ち上げております。それ

だけ市としても重点的に取り組むべき課題としてとらえております。

【部会長】

結構被害額ってやっぱり大きいですよね。

【事務局】

大きいかなと。数字的にはちょっと今お答えはできませんけれども、そういったことに

ついては特に個別に取り組みましょうと。

【部会長】

わかりました。

では、１のほうがなければ、２のほう、何かありますか、農林水産業の振興という形で。

よろしいでしょうか。なければ次々と進んでいきたいと思いますが、北陸新幹線整備に

ついて、何かありますか。

【事務局】

事務局からでございますけど、なかなかやはり専門的な部分ですとお答えできる者がち

ょっとおりません関係で、もしご意見等がございましたら、先ほどちょっと申し上げまし

たけれども……。
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【部会長】

意見書の提出ということで。

【事務局】

またお送りいただければ考えたいと思います。

【部会長】

では、この部分については改めて、皆さん、もし意見がございましたら、手元にある意

見書の提言ということで、また市のほうに送っていただければというふうに思いますので、

よろしいでしょうか。

【事務局】

よろしくお願いします。

【部会長】

お願いいたします。では、それについては今ありましたように、ご意見を出していただ

ければと思いますので、よろしくお願いいたします。

【事務局】

その他でご案内したいことが一部ございます。

まず、各部会におきまして後期基本計画がどのような視点で重点的に策定するか、そう

いったところをわかりやすい形の資料が欲しいというご意見もちょうだいいたしておりま

す。現在、私どもといたしましても、後期の重点課題の整理という視点で資料を作成いた

しまして、次回の５月に予定しております分科会におきまして提示させていただきたいと

いうふうに思っています。今回ちょっと間に合いませんでした。大変申しわけございませ

んが、次回にそういった資料をお示ししたいというふうに思っております。

それと、今後の協議日程について口頭でご案内したいと思います。

まだちょっと日にち的には確定ではありませんけれども、先ほど部会長からご案内あり

ましたように、次回は５月の下旬です。５月の下旬に第４回の部会の開催を予定したいと

思います。これが部会協議としては最後の機会ということになります。今回皆様方からい
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ただいたご意見などを踏まえまして、部会において最終案という形で整理したいと思って

おります。次の会ではそれのご確認をお願いするということになると思います。現在、そ

の部会は５月２３日から３０日の間で各部会長さん方の日程を優先に調整しているところ

でございます。

その５月の部会が終わりました後、今度は６月の上旬に各部会長さん方６人、それと、

審議会の会長、副会長を合わせまして委員としては８人、それから、市の策定委員会の委

員、部長クラスでございますが、この方々にお集まりいただき審議会の全体会を６月の上

旬に開催いたす予定でございます。この審議会全体会におきまして振興計画の中間報告案

というものを取りまとめていただく予定でございます。

この中間報告案はその後一たん公表されまして、市民の方々のご意見をちょうだいする

期間、いわゆるパブリックコメントをちょうだいする期間を一定期間設けさせていただき

ます。このパブリックコメントを調整の上で８月中に今度は審議会の委員の方全員、五十

数名の方全員にお集まりいただく機会を８月中に設けさせていただきまして、その上で市

長に答申をすると。委員としての皆様方のお役目は８月のその審議会全体会までというこ

とで今のところ計画しております。

今後、非常に日程がタイトで、来月すぐまた部会を開くということで、皆様方に大変ご

迷惑とご負担をおかけすることになりますが、今後ともよろしくお願いいたします。

事務局からは以上でございます。

【部会長】

今の説明についてご質問はありますか。大丈夫でしょうか。

ないようですので、本日の議事を終了させていただきます。本日の議事を終わらせてい

ただきます。ありがとうございました。

―― 了 ――


